
熱中症に
ご注意ください！！
水分補給はお早めに！！
（各クールスポットもご利用ください）

地元、日野市のチームで
す。子供から大人までよさ
こい踊りが大好きな仲間で
す。元気よく楽しく踊れた
らと思います。ご声援宜し
くお願いします。

よさこい遊よさこい遊よさこい遊
今年のテーマは「永遠（と
わ）の愛～この想いあなたへ
～」皆様への感謝の気持ち
を胸に『百人一首』の和歌の
調べにのせて、大きな愛が溢
れる世界を表現します。どう
ぞよろしくお願いします。

ぬまづ熱風舞人ぬまづ熱風舞人ぬまづ熱風舞人
神奈川県横浜市を拠点に活
動を行う、結成21年目のチーム
です！ 今年のテーマは「日輪～
春夏秋冬～」。季節の移ろい
の中での、日輪の様々な変化を
鮮やかな演出でお届けします。
ご声援よろしくお願いします。

舞ルネサンス舞ルネサンス舞ルネサンス
府中で最初に出来たよさこい
チームです。14年目を迎えま
した。常に前を向き笑顔を忘
れず練習に励んでいます。ひ
のよさこいは初めての参加な
のでワクワクしています。応
援お願いします。

國府よさこい國府よさこい國府よさこい
酒と踊りが大好きな大人たちと楽
しい事が大好きな子供たちが集ま
ったチームです。高知県の正調よ
さこい踊りと熊本県の牛深ハイヤ
踊りをコラボさせた楽曲と、私たち
が活動する埼玉県坂戸市発祥の
2曲をもって楽しませて頂きます！

坂戸もめん組坂戸もめん組坂戸もめん組
結成15年目を迎えました。日本
の美、江戸の粋なよさこい。舞
華ならではの情緒あふれる舞
をお楽しみください。テーマは
「栄華の夢～永遠に咲け～」
夢を描いて輝く未来へ！心つな
いだ笑顔の華を咲かせます。

舞　　華舞　　華舞　　華

サマージッパー　今年のテ
ーマは「龍馬が愛した祭
り ・ ケ ン カ 、 そ し て 加
尾」。幼なじみの加尾と金
魚すくいをします。皆さん
も2人と一緒によさこいデー
トを楽しんで下さい。

Summer  Z ipperSummer  Z ipperSummer  Z ipper
日野市を活動拠点とし、よさ
こいと新選組をこよなく愛す
るチームです。『朱の袴は誠
の隊旗の色、浅黄の袴はダン
ダラ羽織の色』今年は衣装も
新たに楽しく！カッコよく！盛
り上げて踊ります。

新選組 REVO新選組 REVO新選組 REVO
日野市旭が丘を拠点にお
き、今年結成17年になり
ますBetty’sです。踊りが
大好きな老若男女が笑顔
で楽しく元気よく舞いま
す。

旭が丘商工連 Ｂｅｔｔｙ’ｓ旭が丘商工連 Ｂｅｔｔｙ’ｓ旭が丘商工連 Ｂｅｔｔｙ’ｓ

私たちは東京都日野市に所在
する実践女子大学の学生で構
成された華やかな女子大チーム
です。個性豊かなメンバーでい
つも楽しく活動しています。明る
く元気な笑顔でみなさんの心に
笑顔の華をお届けします。

実践女子大学同短期大学部 YOSAKOI ソーラン部 ＷＩＮＧ 実践女子大学同短期大学部 YOSAKOI ソーラン部 ＷＩＮＧ 実践女子大学同短期大学部 YOSAKOI ソーラン部 ＷＩＮＧ 
日野の町の交通安全を願って
毎年踊っています。日野交通少
年団は交通安全を啓蒙してい
る子供のボランティア団体です！
日野の行事に参加したり楽しい
ことがいっぱいです。一緒に活
動してみませんか。

日野交通少年団日野交通少年団日野交通少年団
結成13年目、今年も皆様と
一緒にお祭りを盛り上げ、
楽しみたいと思います。ご
声援よろしくお願い致しま
す。

花町百人衆花町百人衆花町百人衆

中高の星笑顔と元気、愛一杯
のYOSAKOIよっちゃばれ＆カ
ペラです。心ひとつに、市内を
はじめ都内・都外のイベントに
参加し、又、2020東京オリンピ
ック応援プログラムチームとし

て活動しています。第18回ひのよさこい祭を元気と笑顔で楽しく踊
ります。観客の皆様もご一緒に楽しんで、応援宜しくお願いします。

YOSAKOI よっちゃばれ ＆ カペラYOSAKOI よっちゃばれ ＆ カペラYOSAKOI よっちゃばれ ＆ カペラ
第1回目より参加。女の子
中心の元気で、かわいいチ
ームです。明るいおなじみ
の曲で、一生懸命踊りま
す。

Cheerfu lCheerfu lCheerfu l
本場高知県よさこい「本
町筋踊り子隊」の関東チ
ームです。伝統ある日本
のまつりの空気感、粋を
感じて頂けたら幸いで
す。

日野本丁筋日野本丁筋日野本丁筋

皆さんこんにちは！桜美林
大学よさこいサークル桜囃
子です！新しく1年生が加
わりさらに「にぎやか」に、さ
らに「元気」にパワーアッ
プしました！この日野の地に
大きな花を咲かせます！

桜美林大学よさこいサークル桜囃子桜美林大学よさこいサークル桜囃子桜美林大学よさこいサークル桜囃子
ひのよさこい祭と共に産声をあげ
ました。本家よさこいに魅了され、
楽曲・衣装共に高知にこだわり
楽しんでいます。今年の曲は日野
市の情景から始まり、パット節、そ
して粋によさこい節をまとめまし
た。むずかしい曲ですが、頑張っ
て挑戦しました。頑張ります。

よさ恋人よさ恋人よさ恋人
観客の皆さん、踊り子の皆
さん一緒に踊りましょう。
飛び入り連です、どなたで
も入って下さい。よさこい
の根っ子となる正調を気楽
に楽しんでください。鳴子
は当日お貸しします。

よさこいひの連盟よさこいひの連盟よさこいひの連盟

日野の市立保育園を卒園した子ど
も達と、その保護者を中心に結成さ
れたチームです。チームができて7年
目、ひのよさこいの出場も7回目にな
りました。美人で可愛い2人の先生
が自慢です♡
元気いっぱい笑顔で頑張りますの
で、応援よろしくお願いいたします！！

じょいそーらん日野　今井組じょいそーらん日野　今井組じょいそーらん日野　今井組
〝老いも若きも鳴子を鳴らせ
ば心は一つ〟をモットーに、
府中市を中心に活動していま
す。皆さんもよくご存知の〝
東京音頭〟にのってお祭りを
楽しみたいと思います。皆さ
まもどうぞご一緒に！

よさこい白糸緑風会よさこい白糸緑風会よさこい白糸緑風会

５才児さんチーム!!保育園で
の思い出のひとつとして一
生懸命練習してきました。
笑顔で元気に!!張り切って頑
張ります!!

吹上保育園吹上保育園吹上保育園
今年も元気いっぱい!!吹上多
摩平Ａチームです。初めて
参加するお友だちもいます
が一生懸命頑張ります!!

吹上多摩平保育園Aチーム吹上多摩平保育園Aチーム吹上多摩平保育園Aチーム

第18回ひのよさこい祭の御開催ま
ことにおめでとうございます。府中市
より参加させていただく无邪志府中 
魁星です。織り成す錦は曲、舞い、
衣装、添える花は踊り子達。そんな
想いをのせて、「錦上添花」を踊ら
せていただきたいと思います。

无邪志府中 魁星无邪志府中 魁星无邪志府中 魁星
日野高校女子ダンス部は、1・２
年生あわせて５２名で活動し
ております。地域と積極的に
交流し、皆様に愛されるダン
ス部を目指しておりますので、
今後とも応援よろしくお願い
いたします。

日野高校女子ダンス部日野高校女子ダンス部日野高校女子ダンス部

富士山の麓から参りました。
第18回の開催誠におめでと
うございます。「昨日とは違っ
た、あなたに逢える場所」を
コンセプトに活動中。本日も
皆様を「リゾート空間」へお
招き致します。

駿河リゾート駿河リゾート駿河リゾート

練習の時間からヤル気いっ
ぱい!!音楽にノリノリなＢチ
ームさん。笑顔でいっぱい!
元気いっぱいで頑張ります!!
応援よろしくお願いしま
す。

吹上多摩平保育園Bチーム吹上多摩平保育園Bチーム吹上多摩平保育園Bチーム

日野・多摩平幼稚園りすＣ組で
す。りすＣ組の子ども達はいつも
元気一杯で、とってもパワフルで
す！よさこいが大好きで、皆で楽しく
踊っています。今日は、大勢のお
客様の前で、少しドキドキしますが、
元気一杯張り切って踊りますの
で、応援よろしくお願いいたします！

日野・多摩平幼稚園　りすＣ組日野・多摩平幼稚園　りすＣ組日野・多摩平幼稚園　りすＣ組
Shall we dance?　男性パー
トはクールに女性パートは
キュートに。曲中には地元
武蔵野市と交流のあるルー
マニアの音楽も取り入れ陽
気な音楽とともに楽しく踊
ります。

RIKIOHRIKIOHRIKIOH
私たちは、学生よさこいチーム
おどりんちゅです。様々な大学か
らメンバーが集い、「学生から日
本を元気に」をモットーに日々活
動しています、多くの人に元気
や笑顔を届けられるよう精一杯
演舞させていただきます。

学生よさこいチーム おどりんちゅ学生よさこいチーム おどりんちゅ学生よさこいチーム おどりんちゅ

華やかに力強く演舞したい
と思います。見ている方に
楽しんでいただけますよ
う、気持ちをこめて元気に
頑張ります。

dance company REIKA組dance company REIKA組dance company REIKA組
今年、結成16周年目を迎えまし
た、鶴ヶ島市の妃龍でございま
す。今年のテーマは「STORY
～あかね空に想う～」です。移
りゆく時が紡ぎ出すストーリー
が、観てくださるお客様にとって
幸せなものでありますように、願
いを込めて踊ります。

妃　　龍妃　　龍妃　　龍
関東・東北の踊り子で結
成。日野に初参加です！
今年のテーマは「暁宴～
あけのうたげ～」。神社で
祭りの余韻を楽しむ人々
と一緒に神様やあやかし
達も暁まで大騒ぎ！ご声
援、よろしくお願いします！

そらいろそらいろそらいろ

見る人も踊る人も一緒に楽し
めるよさこいをめざして16
年。多摩っ子は、今年も元気
に！お茶目に！はじけます。
自分自身に活力を！見て下さ
る方々に感謝と感動をお届
けできるよう頑張ります！ 

多摩っこ多摩っこ多摩っこ
神奈川県相模原市緑区橋本の
結成16年目のよさこいチーム
です。メンバーの年齢層も三
世代と幅広く、とにかく踊り
を楽しむことをモットーと
し、橋本を中心に活動してい
ます。

縁～enish i～縁～enish i～縁～enish i～
皆さんこんにちは。関東の深谷
市と関西の神戸市から初めて
参加させて頂きます優艶小町で
す。3歳からそのお婆ちゃんと3
世代で構成されたアットホーム
なチームです。楽しんで踊ります
ので是非、応援して下さい。

優艶小町優艶小町優艶小町

よさこいが大好きなチームです。
ひのよさこい祭を楽しみに練習し
ています。観て下さるお客様との
笑顔の出会い、そして、他のチー
ムの方 と々の笑顔の出会いが、
よさこい踊りのすばらしさですよ
ね。今日は、皆、張り切って踊りま
す。応援よろしくお願いします。

さくら連さくら連さくら連
結成21年目、新たなスタート
となる今年のテーマは「天翔
ける（あまかける）」踊り子一
人一人がそれぞれの翼を広
げ、心ひとつに困難を乗り越
え、新天地を目指して大空へ
はばたきます！

朝霞翔舞朝霞翔舞朝霞翔舞
チーム結成20周年。東京都
町田市を拠点に活動してい
ます。歌舞伎の要素を取り
入れ、ぞっこん幕をなびか
せ、華の大江戸の心意気で
土佐を舞い踊ります。Do　
Our Best.めざせ東京の星！

ぞっこん町田’９８ぞっこん町田’９８ぞっこん町田’９８

きらきら星のフレーズでお
なじみの☆流星です。今年
のテーマは『たなばた』。
織姫と彦星が年に1度の宴を
楽しむ様子をお楽しみくだ
さい。

☆ 流　星☆ 流　星☆ 流　星
私たちは日野市内を中心に
他市にも出向いて、ボラン
ティア活動やイベントに参
加させて頂いています。今
年も明星大の学生さんの応
援参加でパワーを頂き、元
気に踊ります。

スコレーひのスコレーひのスコレーひの
日野よさこいと共に立上が
った赤い軍団です。少人数
連ですが、元気一杯踊りま
すので、御声援、手拍子を
お願い致します。随時メン
バー募集中です！！

踊り屋MIX踊り屋MIX踊り屋MIX

結成2年目のチームです。
東京、埼玉を中心に、老若
男女が和気あいあいと練習
しています。高知のよさこ
いに魅せられて。

和　さ　び和　さ　び和　さ　び
楽楽楽楽楽、楽が五つで伍楽（ごらく）で
す。日野市大好き、お祭り大好き、老若男
女問わずのごちゃ混ぜ連です。楽に楽しく
をモットーに、まずは自分達が楽しんで、お
祭りを盛り上げたいと思います。皆さんも、
私達をご覧になってウキウキしたら、手拍
子や乾杯ポーズを一緒にお願いします。

楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽
埼玉県小川町でよさこいを
踊りはじめて、今年で13年
になります。この夏もまた
福豆のまわりに笑顔があふ
れますよう、元気に踊りま
す。

福　　豆福　　豆福　　豆

結成11年目のチームです。
3月には10周年記念公演を
終えました。自地域活動を
大切にしながら近隣の「よ
さこいまつり」に参加させ
ていただいています。

YOSAKOIソーラン  いなぎ藍の風YOSAKOIソーラン  いなぎ藍の風YOSAKOIソーラン  いなぎ藍の風
日野市のGrantスポーツア
カデミーを母体として活
動している、小・中学
生・高校生による子ども
達だけのよさこいチー
ム。今回も地元でGrant旋
風を巻き起こします！！

GrantよさこいクラブGrantよさこいクラブGrantよさこいクラブ
地元日野市で活動4年目の
Grantよさこいクラブ小学生部
隊です。「Ｇｒａｎｔ」の意味はポル
トガル語で「叶える」、「sorriso
（ソヒーゾ）」は「笑顔」。チーム
名に願いを込めて、子ども達が
元気に踊ります。

Grant  sorr isoGrant  sorr isoGrant  sorr iso

むさむら鳴子連は結成し
て19年目になります。各
地のお祭りや老人ホーム
の慰問などで踊っていま
す。和気あいあいと楽し
く踊ってます。

むさむら鳴子連むさむら鳴子連むさむら鳴子連
日野・多摩平幼稚園りすＡ組です。よ
さこいが大好きな子ども達、幼稚園
で沢山練習し、お客さんに見てもらお
うと頑張ってきました。少し緊張して
いますが、精一杯踊るので応援よろし
くお願いします。

日野・多摩平幼稚園　りすＡ組日野・多摩平幼稚園　りすＡ組日野・多摩平幼稚園　りすＡ組
日野・多摩平幼稚園りすB組です。ずっ
と楽しみにしていたよさこいを踊れると
知り、目を輝かせて練習に取り組んでき
ました。「もう1回踊りたい」という子ど
も達の声が練習のたび聞こえてくるくら
い、踊る事が大好きです。子ども達の元
気な掛け声に注目して見て下さい。よろ
しくお願い致します。

日野・多摩平幼稚園　りすＢ組日野・多摩平幼稚園　りすＢ組日野・多摩平幼稚園　りすＢ組

（申込順）

第18回 ひのよさこい祭  7月29日（日）
出場チーム 全データ!!出場チーム 全データ!!出場チーム 全データ!!

～今年も熱いドラマが生まれる～
※見学の際は、熱中症にご注意下さい。
水分補給はお早めに。
各クールスポットもご利用下さい。


